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2020/12/15（火）発売

本誌掲載　書籍リスト

※リストには現在、絶版・品切れのものも含まれており、

該当書籍は黄色に色付けしております。

豊かになるために資本主義を脱する。

斎藤幸平（哲学者）

書名 著者 出版社

人新世の「資本論」 斎藤幸平（著） 集英社新書

地球に住めなくなる日――スチュワーデスの歴史とアメリカ的「女性らしさ」の形

成
デヴィッド・ウォレス (著)、藤井留美（翻訳） NHK出版

分解の哲学 藤原辰史 (著) 青土社

地球が燃えている ナオミ・クライン（著）、中野真紀子、関房江（翻訳） 大月書店

官僚制のユートピア デヴィッド・グレーバー（著）酒井隆史（訳） 以文社

暇と退屈の倫理学 國分功一郎（著） 太田出版

マルクス古き神々と新しき謎 マイク・デイヴィス（著）、佐復秀樹（翻訳） 明石書店

水道、再び公営化! 岸本聡子（著） 集英社新書

ドーナツ経済学が世界を救う ケイト・ラワー（著）、黒輪篤嗣（翻訳） 河出書房新社

ユートピアだより ウィリアム・モリス（著）五島茂、飯塚一郎（翻訳） 中公クラシックス

国、民族、言語。境界を超え、世界とどう繫がるのか。

多和田葉子（小説家）

書名 著者 出版社

星に仄めかされて 多和田葉子（著） 講談社

ブック・オブ・ソルト モニク・トゥルン（著）、小林富久子（翻訳） 彩流社

オープン・シティ テジュ・コール（著）、小磯洋光（翻訳） 新潮クレスト・ブックス

吾輩は日本作家である ダニー・ラフェリエール（著）、立花英裕（翻訳） 藤原書店

SFの現在地を探る、編集者座談会。

溝口力丸（早川書房）、水上志郎（竹書房）、小浜徹也（創元社）

書名 著者 出版社

宇宙へ メアリ・ロビネット・コワル（著）、酒井昭伸（翻訳） ハヤカワ文庫SF

黒魚都市 サム・J・ミラー（著）、中村融（翻訳） 早川書房

人工知能で億ゲットする完全犯罪マニュアル 竹田人造（著） ハヤカワ文庫JA

ヴィンダウス・エンジン 十三不塔（著） ハヤカワ文庫JA

キスギショウジ氏の生活と意見 草上仁（著） 竹書房文庫

幻綺行　完全版 横田順彌（著） 竹書房文庫

時間旅行者のキャンディボックス ケイト・マスカレナス（著）茂木健（翻訳） 創元SF文庫

キャプテン・フューチャー最初の事件 アレン・スティール（著）、中村融（翻訳） 創元SF文庫

三体II黒闇森林 劉慈欣（著）大森望、立原透耶、上原かおり、泊功（翻訳） 早川書房

荒潮 陳楸帆（著）、中原尚哉（翻訳） 早川書房

第五の季節 N・K・ジェミシン（著）、小野田和子（翻訳） 創元SF文庫

オルガスマシン イアン・ワトスン（著）、大島豊（翻訳） 竹書房文庫

2000年代海外SF傑作選 橋本輝幸（編） ハヤカワ文庫SF

失われた世界 アーサー・コナン・ドイル（著）中原尚哉（翻訳） 創元SF文庫

マーダーボット・ダイアリー マーサ・ウェルズ（著）、中原尚哉（翻訳） 創元SF文庫

シオンズ・フィクション シェルドン・テイテルバウム、エマヌエル・ロテム（著）、中村融ほか（翻訳） 竹書房文庫

半分世界 石川宗生（著） 東京創元社

噓と正典 小川哲（著） 早川書房

べストSF2020 大森望（編） 竹書房文庫

銀河英雄伝説列伝１ 田中芳樹（監） 創元SF文庫

Genesisされど星は流れる 堀晃ほか（著） 東京創元社

日本SFの臨界点[怪奇篇] 伴名練（編） ハヤカワ文庫JA

日本SFの臨界点[恋愛篇] 伴名練/編 ハヤカワ文庫JA

裏世界ピクニック 宮澤伊織（著） ハヤカワ文庫JA

現代の“炭鉱のカナリア”はホラー作品である。

平山夢明(小説家）真藤順丈（小説家）

書名 著者 出版社

ミスト スティーヴン・キング（著）矢野浩三郎ほか（翻訳） 文春文庫

エルサレムのアイヒマン悪の陳腐さについての報 告 ハンナ・アーレント（著）、大久保和郎（翻訳） みすず書房

Xと云う患者 デイヴィッド・ピース（著）、黒原敏行（翻訳） 文藝春秋

デビルマン-THE FIRST- 永井豪（著） 小学館

佇むひとリリカル短編集 筒井康隆（著） 角川文庫

張込み 松本清張（著） 新潮社文庫



過去と現在を短歌で結びつける。

東直子（歌人）山田航（歌人）山階基（歌人）

書名 著者 出版社

たんぽるぽる 雪舟えま（著） 短歌研究社

万葉集(一) 佐竹昭広、山田英雄、工藤力男、大谷雅夫、山崎福之（校注） 岩波書店

万葉集(二) 佐竹昭広、山田英雄、工藤力男、大谷雅夫、山崎福之（校注） 岩波書店

斉唱 岡井隆（著） 現代短歌社

万葉集(四) 佐竹昭広、山田英雄、工藤力男、大谷雅夫、山崎福之（校注） 岩波書店

駅程島田幸典歌集 島田幸典（著） 砂子屋書房

空には本―寺山修司歌集 寺山修司（著） 沖積舎

狂歌逍遙第2巻近世上方狂歌叢書を読む 吉岡生夫（著） ブイツーソリューション

崖にて 北山あさひ（著） 現代短歌社

相良宏歌集 相良宏（著） 白玉書房

賀茂保憲女集赤染衛門集・清少納言集・紫式部集・藤三位集 武田早苗、中周子、佐藤雅代（著）久保田淳（監） 明治書院

完本 佐藤佐太郎全歌集 佐藤佐太郎（著） 現代短歌社

2020年、こんな本を読んで、こう考えた。

柴崎友香（小説家）、橋本麻里（ライター、エディター）、福岡伸一（生物学者）

柴崎さんセレクト

書名 著者 出版社

ごろごろ、神戸。 平民金子（著） ぴあ

あなたの悩みにおこたえしましょう 信田さよ子（著） 朝日文庫

庭とエスキース 奥山淳志（著） みすず書房

フライデー・ブラック ナナ・クワメ・アジェイブレニヤー（著）、押野素子（翻訳） 駒草出版

遠の眠りの 谷崎由依（著） 集英社

橋本さんセレクト

書名 著者 出版社

四季の創造日本文化と自然観の系譜 ハルオ・シラネ（著）、北村結花（翻訳） 角川選書

闇の日本美術 山本聡美（著） ちくま新書

縄文時代の歴史 山田康広（著） 講談社現代新書

気候変動から読みなおす日本史4気候変動と中世社会 中塚武（監修） 臨川書店

問いかけるアイヌ・アート 池田忍（編） 岩波書店

福岡さんセレクト

書名 著者 出版社

ナウシカ考風の谷の黙示録 赤坂憲雄（著） 岩波書店

分解の哲学━━腐敗と発酵をめぐる思考━━ 藤原辰史（著） 青土社

東京裏返し社会学的街歩きガイド 吉見俊哉（著） 集英社新書

免疫の守護者制御性T細胞とはなにか 坂口志文、塚崎朝子（著） 講談社

私たちはどんな世界を生きているか 西谷修（著） 講談社現代新書

文学は21世紀アメリカをどう描いたか。

矢倉喬士（アメリカ文学研究者）

青木耕平（アメリカ文学研究者）

日野原慶（アメリカ文学研究者）

吉田恭子（アメリカ文学研究者）

書名 著者 出版社

コウモリの見た夢 モーシン・ハミッド（著）、川上純子（翻訳） 武田ランダムハウスジャパン

一時帰還 フィル・クレイ（著）、上岡伸雄（翻訳） 岩波書店

コズモポリス ドン・デリーロ（著）、上岡伸雄（翻訳） 新潮社

歌え、葬られぬ者たちよ歌え ジェスミン・ウォード（著）、石川由美子（翻訳） 作品社

くたばれインターネット ジャレット・コベック（著）、浅倉卓弥（翻訳） ele-kingbooks

十二月の十日 ジョージ・ソーンダーズ（著）、岸本佐知子（翻訳） 河出書房新社

余白の中に現る自己。現代詩は心のリトマス紙。

山田亮太（詩人、TOLTAメンバー）

書名 著者 出版社

ウイルスちゃん 暁方ミセイ（著） 思潮社

どこにでもあるケーキ 三角みづ紀（著） ナナロク社

灰と家 鈴木一平（著） いぬのせなか座

鳥類学フィールド・ノート 小笠原鳥類（著） 七月堂

here 宿久理花子（著） 七月堂

嚙むほどにおいしい。人生指南としての料理本。

寿木けい（エッセイスト、料理家）

書名 著者 出版社

小林カツ代の日常茶飯食の思想 小林カツ代（著） 河出書房新社 

森遥子の料理手帖 森遥子（著） 講談社

ラクして、おいしく、太らない!勝間式超ロジカル料理 勝間和代（著作） アチーブメント出版

スタジオ・オラファーエリアソンキッチン オラファー・エリアソン（著作） 美術出版社



これからの「世界」を考えるための

KEYBOOK

孤独

ミヤギフトシ（（現代美術家）

書名 著者 出版社

ひみつの王国―評伝石井桃子 尾崎真理子（著） 新潮社文庫

首里の馬 高山羽根子（著） 新潮社

酒ともやしと横になる私 スズキナオ（著） シカク出版

独裁とポピュリズム

田野大輔（歴史社会学者、ドイツ現代史家）

書名 著者 出版社

アフター・ヨーロッパポピュリズムという妖怪にどう向きあうか イワン・クラステフ（著）、庄司克宏（翻訳） 岩波書店

ネット右派の歴史社会学アンダーグラウンド平成史1990‒2000年代 伊藤昌亮（著） 青弓社

増補普通の人びとホロコーストと第101警察予備大隊 クリストファー・R・ブラウニング（著）、谷喬夫（翻訳） ちくま学芸文庫

デジタル・ディバイド

長谷川愛（現代美術家）

書名 著者 出版社

リッチな人々 マリオン・モンテーニュほか（著）、川野英二、川野久美子（翻訳） 花伝社

ダークウェブの教科書匿名化ツールの実践 Cheena（著） データハウス

アリエナイ理科ノ大辞典改訂版 薬理凶室（著） 三才ブックス

ケアデモクラシー

岡野八代（政治学者）

書名 著者 出版社

99%のためのフェミニズム宣言 ナンシー・フレイザー、シンジア・アルッザ、ティティ・バタチャーリャ（著）惠愛由（翻訳）人文書院

八日目の蟬 角田光代（著） 中公文庫

ケアするのは誰か?:新しい民主主義のかたちへ ジョアン・C.トロント（著）、岡野八代（翻訳） 白澤社

ルッキズム

トミヤマユキコ（マンガ研究家）

書名 著者 出版社

赤んぼ少女 楳図かずお（著） 小学館

クラスで一番可愛い子 山中ヒコ（著） 祥伝社

鏡の前で会いましょう 坂井恵理（著） 講談社

生活をやり抜く

津村記久子（作家）

書名 著者 出版社

工場日記 シモーヌ・ヴェイユ（著）冨原眞弓（翻訳）佐藤紀子/解説 みすず書房

独り居の日記 メイ・サートン（著）武田尚子（翻訳） みすず書房

一杯のおいしい紅茶 ジョージ・オーウェル（著）小野寺健/編訳 中公文庫

喪失とノスタルジー

春日武彦（精神科医、作家）

書名 著者 出版社

失われたいくつかの物の目録 ユーディット・シャランスキー（著）、細井直子（翻訳） 河出書房新社

二匹目の金魚 panpanya（著） 白泉社楽園コミックス

昭和ノスタルジー解体―「懐かしさ」はどう作られたのか 高野光平（著） 晶文社

身銭を切る

小石裕介（クリエイティブディレクター、文筆家）

書名 著者 出版社

アート戦略/コンテンポラリーアート虎の巻 後藤繁雄（著） 光村推古書院

モード後の世界 栗野宏文（著） 扶桑社

身銭を切れ ナシーブ・ニコラス・タレブ（著）、望月衛（監訳）、千葉俊生（翻訳） ダイヤモンド社

アフリカの知性

小田マサノリ（人類学者、現代美術家）

書名 著者 出版社

これからの世界」を生きる君に伝えたいこと ウスビ・サコ（著） 大和書房

まんがアフリカ少年が日本で育った結果 星野ルネ（著） 毎日新聞出版

チョンキンマンションのボスは知っている　アングラ経済の人類学 小川さやか（著） 春秋社



アナキストたちに学ぶ、楽しい働き方改革。

森元斎（哲学者）

書名 著者 出版社

革命的サンディカリズム 喜安朗（著） 河出書房新社

アナキスト地人論 エリゼ・ルクリュ（著）、石川三四郎（翻訳） 書肆心水

逝きし世の面影 渡辺京二（著） 平凡社ライブラリー

労働廃絶論 ボブ・ブラック（著）、高橋幸彦（翻訳） 『アナキズム叢書』刊行会

ゴータ綱領批判 カール・マルクス（著）望月清司（翻訳） 岩波文庫

ブルシット・ジョブクソどうでもいい仕事の理論 デヴィッド・グレーバー（著）、酒井隆史ほか（翻訳） 岩波書店

不透明な世界を生き抜くための、武器としての「哲学」。

千葉雅也（哲学者）

書名 著者 出版社

哲学用語図鑑 田中正人、斎藤哲也（著） プレジデント社

ニーチェはこう考えた 石川輝吉（著） ちくまプリマー新書

武器としての「資本論」 白井聡（著） 東洋経済新報社

露出せよ、と現代文明は言う 立木康介（著） 河出書房新社

世界哲学史　第8巻 伊藤邦武ほか（著） ちくま新書

ディアローグ ジル・ドゥルーズ、クレール・パルネ（著）、江川隆男（翻訳） 河出文庫

分析哲学講義 青山拓央（著） ちくま新書

勉強の哲学増補版 千葉雅也（著） 文春文庫

独学大全 読書猿（著） ダイヤモンド社

変わる街、変わらない記憶、東京物語。

書名 著者 出版社

日本の異国在日外国人の知られざる日常 室橋裕和（著） 晶文社

新橋パラダイス 村岡俊也（著） 文藝春秋

赤羽駅前ピンクチラシ 荻原通弘、木村英昭（編著） 彩流社

TokyoHalloween 宇佐巴史、山本佳代子（チーム未完成）、阪本勇、北岡稔章、後藤洋平（著） REC

大森界隈職人往来 小関智弘（著） 岩波現代文庫

台湾人の歌舞伎町――新宿、もうひとつの戦後史 稲葉佳子、青池憲司（著） 紀伊國屋書店

夢声戦中日記 徳川夢声（著） 中公文庫

玉電松原物語 坪内祐三（著） 新潮社

私たちは生まれてこない方が良かったのか？

森岡正博（哲学者）、オカヤイヅミ（漫画家）

書名 著者 出版社

生まれてこないほうが良かったのか?生命の哲学へ! 森岡正博（著） 筑摩書房

生まれてきたことが苦しいあなたに最強のベジミストシオランの思想 大谷崇（著） 星海社

斜陽 太宰治（著） 新潮文庫

進撃の巨人 諌山創（著） 講談社

教科書は最強のリベラルアーツだ。

教科用図書

書名 著者 出版社

ArtandYou創造の世界へ 小澤基弘・高須賀昌志（著） 日本文教出版

書写六年 宮澤正明ほか15名（著） 光村図書

高等学校現代文B 中洌正堯・岩﨑昇一ほか16名（著） 三省堂

CompassEnglishCommunicationIRevised 代表岡田圭子（著） 大修館

自然の探究中学校理科3 細谷治夫・養老孟司・丸山茂徳ほか27名（著） 教育出版

新世界史改訂版 岸本美緒・羽田正・久保文明・南川高志ほか4名（著） 山川出版社

数学活用 根上生也ほか5名（著） 啓林館

師匠から弟子へ。受け継がれる言葉。

九龍ジョー（ライター、編集者）

書名 著者 出版社

ソクラテスの弁明クリトン プラトン（著）久保勉（翻訳） 岩波文庫

師父の遺言 松井今朝子（著） NHK出版

会いに行って静流藤娘紀行 笙野頼子（著） 講談社

ドン・ファンの教え カルロス・カスタネダ（著）真崎義博（翻訳） 太田出版

薔薇はシュラバで生まれる―70年代少女漫画アシスタント奮闘記― 笹生那実（著） イースト・プレス

先生とわたし 四方田犬彦（著） 新潮社

『MOTHER』に帰れば、答えが見つかる（かもしれない）。

『MOTHER』のプレイヤーたち

書名 著者 出版社

「MOTHER」のことば。 ほぼ日/編 ほぼ日

BOOK IN BOOK

今こそ、読み返すべき「古典」がある。

THE NEW CLASSIC BOOKS

こんな本を読んできた。1930年代生まれ、科学者2人の読書歴。

中村桂子（生命誌研究者）、養老孟司（解剖学者、東京大学名誉教授）



中村さんセレクト

書名 著者 出版社

完訳源平盛衰記 岸睦子（著） 勉誠出版

愛の妖精 ジョルジュ・サンド（著）宮崎嶺雄（翻訳） 岩波文庫

てんぷらぴりぴり まど・みちお（著） 大日本図書

科学と科学者 朝永振一郎（著） みすず書房

かもめのジョナサン リチャード・バック（著）五木寛之（翻訳） 新潮文庫

南方熊楠全集(全12冊) 平凡社（編） 平凡社

こころ 夏目漱石（著） 岩波文庫

モモ ミヒャエル・エンデ（著）大島かおり（翻訳） 岩波書店

宇沢弘文著作集新しい経済学を求めて 宇沢弘文（著） 岩波書店

銃・病原菌・鉄 ジャレド・ダイヤモンド（著）、倉骨彰（翻訳） 草思社文庫

新校本　宮沢賢治全集 宮沢賢治（著） 筑摩書房

知の構築とその呪縛 大森荘蔵（著） ちく ま学芸文庫

養老さんセレクト

書名 著者 出版社

完訳　ファーブル昆虫記 アンリ・ファーブル（著）山田吉彦、林達夫（翻訳） 岩波文庫

狭き門 アンドレ・ジイド（著）、山内義雄（翻訳） 新潮文庫

沈黙の春 レイチェル・カーソン（著）、青樹簗一（翻訳） 新潮文庫

アメリカと私 江藤淳（著） 講談社文芸文庫

シャイニング スティーヴン・キング（著）、深町眞理子（翻訳） 文春文庫

日本人とユダヤ人 イザヤ・ベンダサン（著） 角川ソフィ ア文庫

めぞん一刻 高橋留美子（著） 小学館

妻を帽子とまちがえた男 オリヴァー・サックス（著）、高見幸郎・金沢泰子（翻訳） ハヤカワ・ノンフィクション文庫

中年クライシス 河合隼雄（著） 朝日文庫

クリスマスのフロスト ウィングフィールド（著）、芹澤恵（翻訳） 創元推理文庫

脳のなかの天使 V・Sラマチャンドラン（著）、山下篤子（翻訳） 角川書店

生物多様性という名の革命 デヴィッド・タカーチ（著）、狩野秀之ほか（翻訳） 日経BP

読書家6人が今、読み返す“古典”

きくちゆみこ（文筆家）

書名 著者 出版社

ディキンス詩集 エミリー・ディキンスン（著）新倉俊一（翻訳） 思潮社

三木三奈（小説家）

書名 著者 出版社

人生論ノート 三木清（著） 新潮文庫

三品輝起（雑貨店〈FALL〉店主）

書名 著者 出版社

ドキュマン ジョルジュ・バタイユ（著）江澤健一郎（翻訳） 河出文庫

松尾亜紀子（エトセトラブックス代表）

書名 著者 出版社

高慢と偏見 ジェイン・オースティン（著）、小尾芙佐（翻訳） 光文社古典新訳文庫

山本浩貴（文化研究者）

書名 著者 出版社

工藝の道 柳宗悦（著） 講談社学術文庫

管啓次郎（詩人）

書名 著者 出版社

三四郎 夏目漱石（著） 新潮文庫

超時間対談2020

ハマ・オカモト×開高健

書名 著者 出版社

超時間対談 開高健（著） 集英社

風に訊け 開高健（著） 集英社文庫

ベトナム戦記 開高健（著）秋元啓一/写真 朝日新聞出版

輝ける闇 開高健（著） 新潮社

オーパ! 開高健（著）、高橋昇/写真 集英社文庫

ずばり東京─開高健ルポルタージュ選集 開高健（著） 光文社文庫

色褪せない、才人のたちのことばとことば

書名 著者 出版社

大江健三郎柄谷行人全対話世界と日本と日本人 大江健三郎（著）、柄谷行人（著） 講談社

対談集すべての因襲から逃れるために 武満徹（著） 音楽之友社

綾蝶の記 石牟礼道子（著） 平凡社

二十世紀を読む 丸谷才一(著)、山崎正和(著） 中公文庫

人間の建設 岡潔(著)、小林秀雄(著) 新潮文庫

ひとはなぜ戦争をするのか アルバート・アインシュタイン(著)、ジグムント・フロイト(著)、養老孟司(著)、斎藤環(著)、浅見昇吾(翻訳)講談社学術文庫

人間の発見 湯川秀樹（著） 講談社文庫


